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図１ 月ごとの睡眠中の体動（12 人の平均値）

【文献 Ｃ－１】 

「睡眠時の体動からみた寝室の快適温熱環境の上限」 

福岡女子大学 大中忠勝 

人間－生活環境系シンポジウム報告集，vol.40，pp.272-275 (2001) 

 
睡眠を妨害する環境因子は、多数報告されているが、その中でも寝室の不適切な照明、

騒音、寒冷および暑熱の温熱条件が最も大きいことが報告されている。また、睡眠妨害に

ついて、実験により室温が 30℃以上で起こることや、アンケート調査により高温高湿の温
熱環境が最大の因子とした回答が 67%も得られたことが示されている。 
本研究では、睡眠時の体動測定とアンケート調査を行い、快適な睡眠が得られる温熱条

件の上限値を検討した。調査は、12 名の女子大学生（20～23 歳）を被験者とし、彼女ら
が居住している学生寮（鉄筋コンクリート造、4 階建て）の各人の部屋で、6～10 月にか
けて行い、各人について月１回の測定を行った。なお、被験者には普段通りの睡眠を取る

よう指示し、本調査が行われた室内には空調機の設備がないため、被験者は月によって寝

具、寝衣を調節して寝室の温熱環境に対処していた。その結果、体動比（調査期間内に各

被験者で最も値が小さかった 10 月の体動に対する比）と室温または不快指数との間には
有意な相関が存在し、体動比 2.0に相当する室温、不快指数は約 28℃、78であった。 
 
(1) 月ごとの各睡眠調査項目の違い 
就床後30分間の体動(就床後の10分間あた
りの秒数)は月間に有意差が存在し、高温環境
ほど多く、最小値は 10 月であった。全睡眠
時間の体動は月間に有意差は認められなかっ

た（図１）。 
また、アンケート調査によると、睡眠時間、

途中覚醒回数、眠りの深さおよび目覚め感に

は月間に有意差が認められなかった。一方、

就床後に眠りについた時間（寝付き感）は 10
月には全被験者が 5 分以内と答えたが、8 月
では 5 分以内に寝付いた者はおらず、8 月と
10 月の間には有意差が認
められた（表１）。 

 
 
 
 

表１ 睡眠アンケートの結果 
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図２ 就床後 30 分間の体動比と寝付き感との関係 

(2) 体動と寝付き感との関係（図２） 
5分以内に寝付いた者での体動比は 1.7±0.8（平均値±標準偏差）であり、10分以内
に寝付いた者では 2.1±0.9、30分以内の者では 2.5±0.7、30分以上の者では 3.9±2.4
と、寝付き感が悪い者では体動比が大きかった。5分以内に寝付いた者では体動比が 2.0
以上の例は存在しなかった。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(3) 体動比と室温、不快指数の関係（図３） 
体動比と、室温または不快指

数の関係を指数関数で示すと、

有意な相関が得られた。体動比

2.0 に相当する室温、不快指数
は約 28℃、78であった。 

 

図３ 就床後 30 分間の体動比と室温、不快指数との関係
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図１ 寝床温度の時間変化の違い（0:00～8:00） 

【文献 Ｃ－２】 

「夏季の睡眠環境が夜間睡眠とその後の疲労回復に及ぼす影響」 

杏林大学 松本一弥，労働科学研究所 肝付邦憲 

労働科学，vol.61，No.8，pp.375-384 (1985) 

 
蒸し暑い夏の夜は寝苦しく、睡眠の質も低下し、疲労回復効果も不十分とならざるを得

ない。しかし、温熱条件と睡眠との関連性をみた研究は多くはない。我国の気象条件に鑑

み快適な睡眠の環境条件を明らかにしていくことは、生活環境学及び労働科学上からも重

要な課題である。 
そこで、夏季における自然の温熱条件が夜間睡眠とその後の疲労回復に及ぼす影響につ

いて検討した。その結果、対照夜(室温約 25℃、相対湿度約 65%)に対して実験夜(室温 32
～33℃、相対湿度 78～80%)では、寝床温度は全睡眠期をとおして変動が著しく、手背及
び足背部の皮膚温は高いレベルを持続した。また、睡眠時間の著しい短縮と、中途覚醒回

数・S1※3の出現頻度・睡眠段階移行数が有意に多いなど、夏季の高温多湿下での睡眠は量

的にも質的にも低下しており、疲労の回復も不十分なものと推測された。 
 
(1) 寝床温度（図１） 
頭部位の温度は、対照夜

では就寝時より急激に上

昇し、就寝 3時間以降では
約 31℃と一定した値を示
した。一方、実験夜では対

照夜よりも高く、全睡眠期

を通して変動が著しかっ

た。また、背中部・殿部位

の温度は、対照夜では就寝

時から約 1時間にわたって
漸次上昇し、その後は比較

的安定した変動経過を示

した。一方、実験夜では全

睡眠期を通して変動が著

しかった。 
これら寝床温度の変動は、

睡眠中に寝返りなどの体

動が激しく起こっている

ものと推察しうる。 
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(2) 睡眠ポリグラフ 
睡眠段階の経過は、対照夜では入眠が比較的早く、NREM※1－REM※2 睡眠が一つの

睡眠周期をなして 1晩のうちに規則的に繰り返されている。中途覚醒も全体として少な
かった（図２.１）。一方、実験夜では入眠までの時間が大幅に延長していることや、最
初の REM 睡眠までに数回の覚醒が見られるなど、全体として入眠への困難性がうかが
われた。また、睡眠段階への移行や中途覚醒がかなり多く、全体的に不安定な睡眠パタ

ーンを示した。体動も多いことが特徴であった（図２.２）。 
また、実験夜で対照夜に比べて、睡眠時間は有意な短縮が認められ、睡眠効率は有意

に減少し、中途覚醒回数・S1※3の出現回数・睡眠段階移行数は有意に増加し、入眠まで

の時間は有意に長くなり、REM期出現数は有意に少なかった（表１）。 
さらに、各睡眠段階の出現量は、実験夜で対照夜に比べて覚醒時間と S1が有意に多く、

S2※4、S4※5及び REM睡眠がいずれも有意に少なかった（図３）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２.１ 対照夜における睡眠経過

図２.２ 実験夜における睡眠経過
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表２ 睡眠状態の自己評価 (起床直後に回答）

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 睡眠状態の自己評価（4段階評価）（表２） 

睡眠の深さ・寝付きの早さ・睡眠の充足感・

起床時の気分について、実験夜で対照夜に比

べて有意な得点減少を示していた。 
 
 
 
(4) 起床後の生理心理機能（図４） 
疲労自覚症状は、実験夜で対照夜に比べて、

起床直後と起床 2時間後ではいずれも有意に
高いが、その後は条件間による統計学的な有

意差が認められなかった。しかし、夕方

（20:00 と 22:00）には、実験夜の方が高く
なる傾向にあった。 
また、SSS尺度※6は疲労自覚症状と類似し

た変動傾向がみられ、実験夜で対照夜に比べ

て、起床直後では有意に高く、夕方以降にあ

っても得点が高くなる傾向を示していた。 
一方、フリッカー値※7は、実験夜で対照夜

に比べて、起床直後に有意な機能低下をみた

が、日中時では両条件で差がみられず、夕方

以降に再びその機能レベルが低下を示したこ

とが特徴であった。 
 
 
 

表１ 条件別の各種睡眠パラメーターの平均値と標準偏差

図３ 各睡眠段階の出現量 

図４ 起床後の生理心理機能 
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《用語》 
※1 N R E M：ノンレム睡眠。睡眠はレム睡眠とノンレム睡眠の二つに分けられる。ノンレム

睡眠は段階 1 から段階 4 までの 4 段階に分けられ、段階 4 が睡眠の最も深い

レベルである。一般的にノンレム睡眠は脳の睡眠と考えられている。 

※2 R E M：レム睡眠。急速眼球運動（rapid eye movement-REM）が出現する睡眠で、お

よそ 90分の周期でノンレム睡眠と交替しながら現れる。筋肉の緊張や反射活

動は強く抑えられているため、一般的にレム睡眠は体の睡眠と考えられている。 

※3 S1：睡眠段階 1(Sleep Stage 1)で、睡眠の初期状態で呼びかければ直ぐに目覚めることが

できる状態。浅い睡眠。 

※4 S2：睡眠段階 2(Sleep Stage 2)で、軽い寝息をたてる中等度の睡眠状態。 

※  S3：睡眠段階 3(Sleep Stage 3)で、深く寝入った状態で、呼びかけなど外界の刺激にも反

応しにくい。睡眠段階 4との区別は脳波上の問題だけとも考えられている。 

※5 S4：睡眠段階 4(Sleep Stage 4)で、 ノンレム睡眠の最も深い段階。睡眠段階 3との差は必

ずしも明確ではない。 

※6 SSS 尺度：眠気の主観的評定尺度で、1972 年にホッデスらが開発したスタンフォード眠

気尺度(Stanford Sleepiness Scale : SSS）である。この尺度は、サーストン法

によって眠気の強度に従い、７項目(｢７｣が最も眠気が強い)に分けられていて、

被験者は該当する項目をチェックするというもの。 

※7 フリッカー値：臨界融合頻度（Critical fusion frequency of flicker ：CFF ）の略称。点滅す

る光を見たとき、それが連続光に見えるか、断続光として見えるかの境目の値

を周波数（Hz ）で表したもの。この値が大きいほど、視覚疲労が小さいとみ

なせる。 
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【文献 Ｃ－３】 

「近畿地区における睡眠環境の調査」 

 奈良女子大学 宮沢モリエ，磯田憲生，梁瀬度子 

人間－熱環境系シンポジウム報告集，vol.9，pp.96-99 (1985) 

 
日常生活における睡眠は寝室環境や、社会生活、習慣、その中の心理・生理的な影響を

大きく受けていると言える。 
そこで、その中で大きな影響を及ぼす一要因となっていると考えられる寝室の環境に着

目し、睡眠環境実態を捉えるために近畿地区においてアンケート調査を行った。調査は、

寝室の温熱環境に季節の違いが大きな影響を及ぼすことを考え、同一対象者に対し、夏期

（1984年 8月下旬～9月上旬）、秋期（1984年 10月）および冬期（1984年 12月中旬～
1985 年 1 月上旬）の３回にわたるアンケート記入によって行った。その結果、冬期は、
17，18℃程度で寝室内の寒暑感は「どちらとも感じない」と回答し、夏季の寝床内の心地
よさは、室温が約 28℃以上になると評価が悪い方に傾く傾向がみられた。 
 
(1) 睡眠経過（図１） 
「全く起きなかった」人は、

秋期で最も高く約 60%だっ
たが、夏・冬期では約 40%と
その程度は下がっている。し

たがって、中途覚醒の割合は

夏・冬期とも高かった。 
朝起きるきっかけは、夏期

で「暑さ」、「光」、冬期で「ト

イレ」、「寒さ」の割合が他の

季節より多い。 
 
 
 
 
(2) 寒暑感と室温の関係（起床時） 
寝室内の寒暑感で相関があるのは、冬期と夏期であり、冬期は 17，18℃程度で「どち
らとも感じない」としている。また、傾きは夏期の方が大きく（室温 3℃上昇で評価が
1ランク暑い方へ傾く）、夏期の方がより室温上昇を敏感に感じるようである（図２.１）。
寝床内の寒暑感で相関があるのは、秋期と夏期であった（図２.２）。冬期に相関が見ら
れないのは、寝床暖房具の使用の有無とも関係があると考えられる。 

図１ 睡眠経過 
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図２.２ 寝床内の寒暑感と室温の関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 寝床内の心地よさと室温の関係（冬期寝床暖房具有り、冬期寝床暖房具無し、夏期） 
（図３） 
冬期に寝床暖房具がある場合は室温の影響をほとんど受けていないが、ない場合は室

温上昇とともに心地よさの評価はよくなっている。夏期は、室温上昇とともに評価は悪

くなっており、室温が約 28℃になると評価は悪い方に傾く傾向が見られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２.１ 寝室内の寒暑感と室温の関係 

図３ 心地よさと室温の関係 


